
仕事の内容 賃　金 年　齢

求人番号

01041-  789521 就業場所 11

01110- 5100621 就業場所 11

01040-14408721 就業場所 11

01040-13865921 就業場所 11

01040-13407121 就業場所 11

01041-  864121 就業場所 11

01041-  820621 就業場所 11

01041-  798521 就業場所 11

01041-  814921 就業場所 11

01040-15414321 就業場所 12

01041-  819221 就業場所 11

01041-  775921 就業場所 11

01040-12124221 就業場所 12

01041-  688121 就業場所 12

01040-14531221 就業場所
11

01041-  812321 就業場所 11

不問
浦幌町字北町８番地１　浦幌町
保健福祉センター

浦幌町

介護職員／パート ○デイサービスに於ける入浴、食事、排せつ、
　移動等の介助

920円～1,011円

交替制あり
(1)8時30分～17時15分

社会福祉法人　浦幌町社会福祉
協議会

店舗管理業務（フクハラ
浦幌店）

◯カゴ片づけ、商品補充、閉店業務等の管理

1,000円～1,000
円

交替制あり
(1)17時00分～20時30分

株式会社　福原

不問

帯広市西２２条北１丁目１３番
地 浦幌町

（請）野菜の選果作業 ○季節により収穫した野菜の出荷までの作業
○冬期間は保存している野菜の同作業
※一年を通じての完全庫内作業です。

1,150円～1,150
円

(1)8時00分～17時00分 Ｃ＆Ｃトラスト有限会社　帯広
事務所 不問

帯広市東１条南１丁目５－４
浦幌町

事務員（浦幌） ・電話応対、来客応対、お茶出し
・伝票整理、パソコンを使用してのデータ入力
・雑務（銀行回り）等

160,000円～
160,000円

(1)8時30分～17時30分 株式会社　北立

不問

岩見沢市１条東１５丁目２番地
浦幌町

酪農作業員／正社員 ○乳牛の飼育管理全般
○牛舎の管理業務 240,000円～

350,000円

5時00分～19時00分の間
の8時間程度

株式会社　谷川牧場

不問

浦幌町字活平２３４番地７
浦幌町

機械修理要員 ○工務課にて、当社製林業機械の製作過程で鋼
　材を運搬、組み付けする作業及び修理する作
　業に従事します。

178,000円～
219,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

玉置機械工業　株式会社
59歳
以下

浦幌町字帯富８７－２
浦幌町

林業・チップ製造作業員
／正社員

・造林作業
・造材作業
・チップ製造作業

187,000円～
264,000円

(1)7時30分～15時30分
(2)7時00分～16時00分

北村林業　株式会社
64歳
以下

浦幌町字帯富９７番地３
浦幌町

牛飼養管理業務 ○和牛の生産から育成の管理業務を行っていた
　だきます。
・子牛の世話（給餌、哺乳、体調管理）
・牛舎の掃除、衛生管理など

171,600円～
220,000円

(1)8時00分～17時00分 みらい北海ファーム　株式会社
59歳
以下

浦幌町字幾千世４６８番地５
浦幌町

乳製品の製造技術者及び
品質検査／正社員

○森永乳業ブランドのロングライフ牛乳、全粉
　乳、生クリーム、濃縮乳の製造全般
○生乳の受入検査、製造工程、製品の品質検査
　全般

160,000円～
180,000円

交替制あり
(1)5時30分～14時15分
(2)8時30分～17時15分
(3)13時30分～22時15分

十勝浦幌森永乳業株式会社
59歳
以下

浦幌町字材木町１番地

浦幌町

事務スタッフ（企画推進
部）／正社員

・各種データの整理／入力およびデータ解析
・書類整理
・現場スタッフへの物品支給等の要望に対応等

200,000円～
300,000円

(1)8時00分～17時30分 株式会社　浦幌デーリィファー
ム（ノベルズグループ） 64歳

以下
浦幌町字統太１０４番地８

浦幌町

重機オペレーター及び製
材選別工

〇製材工場及びチップ工場での作業全般

200,000円～
250,000円

(1)8時00分～17時30分 木下林業　株式会社
64歳
以下

浦幌町帯富８６番地
浦幌町

工務係　浦幌営業所 ◯機械の貸し出し、受け入れ
◯返却された機械の点検、メンテナンス、洗車
◯工事現場への出張修理
◯工場内の雑務、清掃等

170,000円～
300,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　共成レンテム

不問
帯広市西１８条北１丁目１４番
地

浦幌町

生コン工場オペレーター
／正社員

◯生コンプラントの機械操作及びメンテナンス
　業務 175,000円～

235,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

永井工業　株式会社　浦幌工場
59歳
以下

浦幌町帯富７６
浦幌町

農業機械の検査・整備／
正社員

◯農業機械の整備・修理業務・組み立て
◯短期の出張を伴う修理業務
◯お見積りのお届け

334,249円～
501,363円

(1)9時00分～18時00分 株式会社　嘉藤農機
64歳
以下

清水町字熊牛１１６番地
浦幌町

医療事務 ◯調剤薬局における
○医療事務・調剤助手
○その他関連業務

159,500円～
163,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～12時30分

有限会社　ネット
59歳
以下

浦幌町字幸町７５番地５
浦幌町他

酪農牧場スタッフ（清水
町／浦幌町）／正社員

◯酪農牧場で牛の飼育や管理のお仕事です。

220,000円～
250,000円

交替制あり
(1)4時00分～15時00分
(2)15時00分～2時00分
7時00分～19時00分の間
の10時間以上

株式会社　ノベルズ（ノベルズ
グループ） 64歳

以下
上士幌町字上士幌東３線２５９
番地 浦幌町他

令和4年11月25日(金)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

℡ 015-572-2561

ハローワークいけだ

（帯広公共職業安定所 池田分室）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

次回の発行日は、１２月９日ごろです。



仕事の内容 賃　金 年　齢

求人番号

令和4年11月25日(金)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

℡ 015-572-2561

ハローワークいけだ

（帯広公共職業安定所 池田分室）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

次回の発行日は、１２月９日ごろです。

01041-  813621 就業場所 11

01040-15433021 就業場所 11

01040-11891721 就業場所 12

01041-  739221 就業場所 11

01041-  740621 就業場所 11

01041-  684421 就業場所 12

01041-  685321 就業場所 11

01041-  815121 就業場所 11

01041-  733621 就業場所 11

01041-  686621 就業場所 11

01041-  816021 就業場所 12

01010-47634621 就業場所 11

01010-47635921 就業場所 11

01230-20484421 就業場所
12

01230-18816621 就業場所
12

01040-12818221 就業場所 11

不問

札幌市厚別区厚別中央３条２丁
目１－４０浦幌町

販売員（十勝郡浦幌町）
７・５Ｈ

◯商品販売、陳列、発注業務、配達業務及び本
　部への諸届業務などを行っていただきます。
※未経験者の方にも丁寧に指導しますので安心
　してご応募下さい。

924円～924円

交替制あり
(1)8時40分～17時30分
(2)11時30分～20時20分

ＤＣＭニコット　株式会社

不問

札幌市厚別区厚別中央３条２丁
目１－４０浦幌町

販売員（十勝郡浦幌町）
４Ｈ

◯商品販売、陳列、発注業務、配達業務及び本
　部への諸届業務などを行っていただきます。

924円～924円

交替制あり
(1)8時40分～12時40分
(2)16時20分～20時20分

ＤＣＭニコット　株式会社

介護職員 ◯認知症高齢者等の日常生活介助、介護
※１ヶ月の勤務時間は７０時間程度

920円～950円

交替制あり
7時30分～19時00分の間
の6時間程度

特定非営利活動法人　オーディ
ナリーサーヴァンツ 不問

浦幌町寿町８番地の１
浦幌町

株式会社　サクシン

不問

浦幌町字住吉町６３番地１７
浦幌町

（障）農産物・選果及び
構内作業員／パート

◯馬鈴薯の選果作業
◯収穫した野菜の選果作業及び出荷業務

990円～990円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

有限会社　北泉
59歳
以下

帯広市西１７条南５丁目７５番
地４ 浦幌町

資源ごみ収集運搬作業 ◯浦幌町が指定した場所に集積された資源ごみ
　を回収し、指定された保管場所に運搬する。 1,050円～1,050

円

(1)13時00分～17時00分
(2)8時30分～17時00分
(3)8時30分～12時00分

廃棄物収集運搬運転手 ○廃棄物を収集運搬
○資源ごみを回収運搬
○引っ越しごみ等の収集、処分場への運搬

230,000円～
230,000円

(1)8時00分～17時00分
(2)7時00分～16時00分

株式会社　サクシン
69歳
以下

浦幌町字住吉町６３番地１７
浦幌町

介護職員 ◯認知症高齢者等の日常生活介助、介護
※深夜勤務が可能な方
※週４０時間程度勤務可能な方

159,467円～
164,666円

交替制あり
(1)7時30分～17時15分
(2)10時00分～19時00分
(3)18時00分～9時00分

特定非営利活動法人　オーディ
ナリーサーヴァンツ 18歳

以上
浦幌町寿町８番地の１

浦幌町

土木技術者又は見習い／
正社員

○公共事業を主とした土木施工管理業務に従事
　して頂きます。
※土木施工管理技士２級以上

250,000円～
350,000円

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時30分

株式会社　サクシン
64歳
以下

浦幌町字住吉町６３番地１７
浦幌町

スタンド／正社員 ○給油、洗車等スタンドでの業務

173,000円～
250,000円

変形（1ヶ月単位）
8時00分～19時00分の間
の8時間

株式会社　北村商店
59歳
以下

浦幌町字幸町７
浦幌町

給油所スタッフ ○給油、洗車スタンドでの業務

163,856円～
163,856円

交替制あり
8時00分～19時00分の間
の8時間程度

株式会社　北村商店

不問

浦幌町字幸町７
浦幌町

看護職員 ○認知症高齢者等の介護施設において、入居者
　の健康管理、医療的対応及び急変時の対応 182,784円～

182,784円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

特定非営利活動法人　オーディ
ナリーサーヴァンツ 不問

浦幌町寿町８番地の１
浦幌町

酪農専門スタッフ／正社
員

◯搾乳、分娩、診療、繁殖、牛舎清掃、給餌と
　いった各部門への配属となり、業務に従事し
　ていただきます。

223,500円～
250,000円

(1)4時00分～15時00分
(2)15時00分～2時00分
(3)7時00分～19時00分

株式会社　浦幌デーリィファー
ム（ノベルズグループ） 64歳

以下
浦幌町字統太１０４番地８

浦幌町

（嘱）調理師（浦幌町／
浦幌町立診療所）

◯利用者様、患者様への食事提供業務

173,600円～
225,680円

交替制あり
(1)5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問

札幌市中央区北３条西４丁目１
－１ 浦幌町

（嘱）調理員（浦幌町／
浦幌町立診療所）

◯利用者様、患者様への食事提供業務

159,712円～
208,320円

交替制あり
(1)5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

日清医療食品　株式会社　北海
道支店 不問

札幌市中央区北３条西４丁目１
－１ 浦幌町

フォークリフト作業員／
正社員

◯馬鈴薯の選果出荷作業
◯ブロッコリー他、農産物選果及び出荷業務等 200,000円～

250,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)7時30分～17時00分

有限会社　北泉
59歳
以下

帯広市西１７条南５丁目７５番
地４ 浦幌町

警備員 ◯交通誘導、雑踏警備
◯工事現場、イベント会場、駐車場　等 168,000円～

210,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　セキュリティセブン
18歳
以上

帯広市川西町基線５６番地１５
０ 浦幌町他



仕事の内容 賃　金 年　齢

求人番号

令和4年11月25日(金)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

℡ 015-572-2561

ハローワークいけだ

（帯広公共職業安定所 池田分室）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

次回の発行日は、１２月９日ごろです。

01040-  265820 就業場所
30

01041-  817721 就業場所 11

01041-  818821 就業場所 11

01041-  687921 就業場所 11

01041-   41920 就業場所 30

交通誘導員／季節労働者 ○現場は十勝管内における工事現場で交通誘導
　をする仕事です。
・資格取得には積極的に支援いたします。
※現場へは札内事業所へ集合し、会社からの社
　用車（乗り合わせ）で向かいます。
※女性も活躍できる職場です。
※女性用トイレ完備
※雇用期間については相談可能です。

220,000円～
345,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分
(2)8時00分～17時00分

株式会社　フクタ

不問
浦幌町字万年３５４－１

浦幌町

警備員／季節雇用 ◯交通誘導、雑踏警備
◯工事現場、イベント会場、駐車場　等

168,000円～
210,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　セキュリティセブン
18歳
以上

帯広市川西町基線５６番地１５
０ 浦幌町他

交通誘導員／正社員 ○現場は十勝管内における工事現場で交通誘導
　をする仕事です。 220,000円～

345,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分
(2)8時00分～17時00分

株式会社　フクタ
45歳
以下

浦幌町字万年３５４－１
浦幌町他

工事作業員及びオペレー
ター／正社員

○現場は十勝管内における工事の作業員及びオ
　ペレーターを募集します。 230,000円～

415,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分
(2)8時00分～17時00分

株式会社　フクタ
45歳
以下

浦幌町字万年３５４－１
浦幌町

工事技術者／正社員 ◯工事技術者

240,000円～
500,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分
(2)8時00分～17時00分

株式会社　フクタ
45歳
以下

浦幌町字万年３５４－１
浦幌町


